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４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。

 入札保証金及び契約保証金 免除。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の行った入札及び入札に関する条件
に違反した入札。
 契約書作成の要否 要。
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。
 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

Procuring entity : Itaru Nagano, the Con‑

tract Officer, Director of Procurement and

Financial Department, Ground Materiel

Control Command, Japan Ground Self De‑

fense Force.

 Classification of the products to be Pro‑

cured : 7

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Sling Rope, 44ｍ 4,850PC
 Delivery period : as in the tender do‑

cumentation

 Delivery place : as in the tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 70 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting. Furthermore, mi‑

nors, Person under Conservatorship or

Person under Assistance that obtained

the consent necessary for concluding a

contract may be applicable under cases

of special reasons within the said clause.

 not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting.

 have GradeＡ,Ｂ,Ｃ orＤ on Manu‑
facture of Product or Sale of Product

in the Kanto and Koushinetsu area in

terms of the qualification for participat‑

ing in tenders by Cabinet Office. (Single

qualifications for every ministry and

agency) in the fiscal years 2019, 2020 and

2021

 The Person who is not being suspended

from Transactions by the request of the

Ministry of Defense.

 The person who can be confirmed fair

cost Accounting satisfied by the Ministry

of Defense, except in case of market

price.

 Time limit of tender : 16 : 30 12 Novem‑

ber 2019

 Contact point for the notice : Head Con‑

tract 1st Section, Ground Material Control

Command, Japan Ground Self Defense

Force, 1570 Jujodai, Kita‑ku Tokyo
1148564 Japan. TEL 0339085121 Ext.
2566

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年 10 月 18 日
契約担当役 独立行政法人統計センター

理事長 笹島 誉行
◎調達機関番号 560 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 公的統計の二次的利
用 に係る利用者管理データベースの改修
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 契約期間 入札説明書による。
 入札方法 入札金額は、総額を記載するこ
と。なお、落札決定に当たっては、入札書に
記載された金額に当該金額の10％に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てる
ものとする。）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった金額（非課税額がある場合は
当該金額を除く）の110分の100に相当する金
額を入札書に記載すること。

２ 競争参加資格
 独立行政法人統計センター契約事務取扱要
領第７条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ている
場合はこの限りでない。
 独立行政法人統計センター契約事務取扱要
領第８条の規定に該当しない者であること。
 令和１・２・３年度（平成31・32・33年度）
総務省競争参加資格（全省庁統一資格）にお
いて「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされた者であること。

３ 入札書等の提出場所等
 証明書及び入札書等の提出場所、契約条項
を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い
合わせ先
〒1628668 東京都新宿区若松町19１
独立行政法人統計センター総務部財務課調達
係 松藤 匡史 電話0352731219
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
記３の場所にて交付する。
 入札説明会の日時及び場所 令和元年11月
５日午後２時 総務省第二庁舎 入札室 １
階 105室
 入札書等の受領期限 令和元年12月９日午
前12時迄
 開札の日時及び場所 令和元年12月25日午
後２時 総務省第二庁舎 入札室 １階
105室

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takayuki Sasajima, Di‑

rector General, National Statistics Center.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : System repair of user manage‑

ment database related to secondary usage

service of official statistics 1 set.

 Execution period : As shown in the tender

documentation.

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall : not come under Article
7 and 8 of the Accounts regulations of Na‑

tional Statistics Center, have Grade A or
B or C on Offer of services etc in terms of

the qualification for participating in tender

by Ministry of Internal Affairs and Commu‑

nications (Single qualification for every mi‑

nistry and agency in the fiscal years 2019,

2020 and 2021.).

 Time limit for tender : 12 : 00 A.M. 9 De‑

cember 2019.

 Contact point for the notice : Tadashi

Matsufuji, Procurement Section, Financial

Affairs Division, General Affairs Departm‑

ent, National Statistics Center, 191 Wa‑
kamatsu‑cho, Shinjuku‑ku Tokyo Japan

1628668 TEL 0352731219.

４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争入
札に参加を希望する者は、入札説明書に記載
された証明書類等を提出期限までに提出しな
ければならない。また、開札日の前日までに
統計センター担当者から当該書類に関し、説
明を求められた場合は、これに応じなければ
ならない。

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札に関する条
件に違反した者の提出した入札書は、無効と
する。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した業務の
提供が可能であると契約担当役が判断した入
札者であって、独立行政法人統計センター会
計規程第43条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって
有効な入札を行った入札者を落札者とする。
 手続における交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
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